2020 年 11 月 18 日
富士急行株式会社

２０２０年１１月２１日（土）～１２月２０（日）

富士急行線「富士急電車ふれあい月間」
安心安全の予約制イベントで家族の思い出を作ろう！

※画像はイメージです

富士急行株式会社（本社：山梨県富士吉田市、社長：堀内光一郎）では、2020 年 11 月 21 日（土）～
12 月 20 日（日）の一ヶ月間、大月駅～河口湖駅間を走行する富士急行線で「富士急電車ふれあい月間」
と題し様々なイベントを開催いたします。
期間中は、河口湖駅や富士山駅など富士急行線内の 5 駅でオリジナル硬券をプレゼントする「富士急
行線きっぷラリー」をはじめ、特定日には、普段は立ち入ることのできない電車修理工場の特別公開や鉄
道のお仕事体験、間近で車両の見学や撮影が楽しめる車両撮影会など、鉄道ファン必見のイベントを多数
開催いたします。日によって、お子さま向け企画と大人向け企画を分けて実施いたしますので、幅広い世
代の方々に貴重な体験をお楽しみいただけます。
また、富士急グループの様々なのりものグッズを取り扱う公式オンラインショップ「富士急のりもの百
貨店」では、富士急行線の電車の廃品など普段はなかなか手に入らないプレミアム品を揃えた「廃品処分
市」を 11 月 27 日(金)18 時より開催いたします。商品はどれも数量限定で購入は先着順となりますので、
ぜひこの機会に「富士急のりもの百貨店」にご注目ください。
富士急行線では、全てのお客様に安心してご利用いただけるよう感染症対策を徹底し、イベントについ
ても事前予約制、参加人数制限などを設け実施させていただきます。この秋は、鉄道ファン必見企画が盛
りだくさんの富士急行線へぜひお越しください。

「富士急ふれあい月間」イベント情報
開催期間：2020 年 11 月 21 日（土）～12 月 20 日（日）
≪イベント内容≫
（１）富士急行線きっぷラリー
富士急行線の 5 つの駅で、乗車券（IC カードを含む）をご提示いただいた方にオリジナル硬券を
プレゼントします。専用台紙を入手して富士急行線駅めぐりを楽しんでみませんか。
【期 間】2020 年 11 月 21 日（土）～12 月 20 日（日）
【対象駅】大月駅、都留文科大学前駅、富士山駅、富士急ハイランド駅、河口湖駅
※各駅窓口営業時間中に限ります。
※記念硬券、台紙は無くなり次第配布を終了いたします。
「富士急行線きっぷラリー」に便利なきっぷを発売いたします。
① 「富士急親子電車ふれあいきっぷ」
富士急行線沿線の 9 市町村に在住の親子限定フリーきっぷを発売します。
【発売期間】2020 年 11 月 14 日（土）～12 月 20 日（日）
【発 売 額】大人 1,000 円、小人 300 円※大人のみ、小人のみの発売は致しません。
【効
力】富士急行線全線１日乗り放題（普通列車）
【発売対象】大月市、都留市、西桂町、富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村、忍野村、道志村、
山中湖村在住の方 ※購入時に住所の証明できる書類をお持ちください。
②「電車で巡る 富士急フリーきっぷ」
どなたでもご利用いただける富士急行線のフリーきっぷを発売いたします。
【発売期間】2020 年 11 月 14 日（土）～2021 年 3 月 31 日（日）
【発 売 額】大人 2,350 円、小人 1,180 円
【効
力】富士急行線全線２日間乗り放題（普通列車）
※上記フリーきっぷは「GoTo トラベルキャンペーン」の地域共通クーポンをご利用いただけ
ます。
（大月駅、富士山駅、河口湖駅窓口で利用可能）

（２）親子で楽しむ「電車を近くで見てみよう！」
河口湖駅の留置線で親子一緒に車両見学や写真撮影をお
楽しみいただけます。間近で見る電車はどれも迫力満点で、
お子様も大興奮間違いなしです。
【開催日】2020 年 11 月 22 日（日）
、23 日（月祝）
【時 間】11:40～12:10
【対 象】親子（お子様は小学生以下）各日 30 名
【参加費】無料
【場 所】河口湖駅留置線
【予 約】2020 年 11 月 16 日（月）18 時より
富士急行線ホームページ申込フォームにて
受付開始（先着順）
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（３）「車両撮影会 in 河口湖」
河口湖駅の留置線で富士急行線の車両撮影ができる
車両撮影会を実施いたします。鉄道ファンの皆さまは
奮ってご参加ください。
【開催日】2020 年 11 月 22 日（日）
、23 日（月祝）
【時 間】①13:30～14:00 ②14:30～15:00
【定 員】各回 35 名
【参加費】3,000 円※記念参加証、グッズ付き
【場 所】河口湖駅留置線
【予 約】2020 年 11 月 14 日（金）18 時より
通販サイト「富士急のりもの百貨店」で発売（先着順）
（４）親子で体験「電車修理工場見学」
富士急行線の電車修理工場の特別見学を開催。親子で電車工場の
お仕事見学や普段は見られない運転台の見学などを楽しめます。
【開催日】2020 年 11 月 29 日（日）
【時 間】①10:30～12:00 ②13:30～15:00
【対 象】親子（お子様は小学生以下）各回 15 組（30 名）
【参加費】1 組 2,000 円（大人１名・小人１名）
【場 所】電車修理工場（富士山駅から徒歩５分）
【予 約】2020 年 11 月 20 日（金）18 時より
通販サイト「富士急のりもの百貨店」で発売（先着順）
（５）親子で学ぶ「鉄道体験教室」
お子様にきっぷの買い方や電車の乗り方をお教えします。
他にも駅員のお仕事体験や電車の運転台見学など、ご家族揃っ
てお楽しみいただける鉄道体験教室です。
【開催日】2020 年 12 月 5 日（土）
【時 間】①9:30～11:30 ②13:30～15:30
【対 象】親子（お子様は小学生以下）各回 15 組
【参加費】1 組 2,000 円（大人１名・小人１名）
※プログラム中に電車に乗車します。
別途河口湖駅～下吉田駅の運賃（大人 310 円、
小人 160 円）が必要です。
【場 所】集合：河口湖駅、解散：下吉田駅
【予 約】2020 年 11 月 20 日（金）18 時より
通販サイト「富士急のりもの百貨店」で発売（先着順）
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（６）大人の「電車修理工場体験」
電車の運転台見学や車内放送をはじめ、より深く、より詳しく電車修理工場の見学と保線・電力・
車両の仕事をご体験いただけるファン必見のイベントです。
【開催日】2020 年 12 月 6 日（日）
【時 間】①9:30～11:30 ②13:30～15:30
【対 象】各回 10 名
【参加費】5,000 円
【場 所】富士急行(株)鉄道技術所（富士山駅から徒歩３分）
【予 約】2020 年 11 月 20 日（金）18 時より
通販サイト「富士急のりもの百貨店」で発売（先着順）

（７）富士急のりもの百貨店「廃品処分市」
普段は販売していない富士急行線の電車の廃品などを揃えた「廃品処分市」を開催いたします。
通販サイト「富士急のりもの百貨店」をぜひご利用ください。
【開催日】2020 年 11 月 27 日（金）18 時より
【サイト】通販サイト「富士急のりもの百貨店」にて販売

◆各イベントご予約はコチラ
通販サイト「富士急のりもの百貨店」【https://fujikyu.theshop.jp/】

◆1202 号「オリジナルヘッドマークで記念撮影」
10 月 28 日に営業運転を終了した 1000 系 1202 号編成にオリジナル
ヘッドマークを取り付けて記念撮影ができます。1202 号編成のさよ
なら記念や、記念日の思い出にオリジナルヘッドマークを作ってみま
せんか。
【開催日】2020 年 12 月 4 日（金）、6 日（日）
、11 日（金）
、
12 日（土）
、18 日（金）
、19 日（土）
、20 日（日）
、
25 日（金）
、26 日（土）
【時 間】各回 30 分間
※設定時間は富士急のりもの百貨店でご確認下さい。
【内 容】お客様のお好きなデザインをヘッドマークにして、河
口湖駅側線の 1000 系 1202 号編成に取り付けて写真撮
影ができます。製作したヘッドマークは記念にお持ち帰りいただけます。
【参加費】1 枠 12,020 円 ※1 枠につきオリジナルヘッドマーク 1 枚付き、5 名まで参加可能。
【予 約】2020 年 11 月 19 日（木）18 時より
通販サイト「富士急のりもの百貨店」で発売（先着順）
【詳 細】詳しくはこちら「富士急のりもの百貨店」https://fujikyu.theshop.jp/
そ

の 他
（１）イベント内容は、変更及び追加する場合がございます。
（２）イベント内容は当日の天候・電車の運行状況等により急遽変更・中止となる場合がございます。
（３）最新の情報は富士急行線ホームページまたは富士急行線公式 twitter をご覧ください。
●富士急行線ホームページ： http://www.fujikyu-railway.jp/
●富士急行線公式 twitter： https://twitter.com/fujikyurailway

イベントに関するお問い合わせ

富士急行線 富士山駅 TEL：0555‐22‐7133

